
  

令和４年度ひがしまつやまプレミアムグルメ券販売事業          
 実施要領 

 （⼀社）東松⼭市観光協会 
 
１ 事業⽬的 
  東松⼭グルメの魅⼒発信と新型コロナウィルス感染症の影響に対する市内飲⾷事業者への⽀ 

援を図るため、プレミアムグルメ券を販売するものである。 
 
２ 事業の概要 

商品券名称 ひがしまつやまプレミアムグルメ券 

販売数 
１,５００冊(総額４５０万円) 
予約販売︓１，４００冊 
期間販売︓１００冊(先着︓スリーデーマーチ１１⽉４〜６⽇)

販売価格 
１冊  ２，０００円(利⽤額  ３，０００円) 
プレミアム率 ５０％ 
１冊 ５００円券×６枚綴り

使えるお店 東松⼭市内飲⾷店等で事前登録した店舗
利⽤期間 令和４年１１⽉１⽇(⽕)〜令和５年１⽉３１⽇(⽕) 
対 象 どなたでも
販売冊数 １⼈２冊まで ※応募者多数の場合は抽選。 

販売周知⽅法 
観光協会ホームページ、市広報紙、チラシ配布、その他周知に 
有効な⽅法

購
⼊
⽅
法 

予約販売 

申込⽅法 
往復はがき往信（裏⾯）に①購⼊希望セット数(１⼈につき上限
２冊)②郵便番号③住所④⽒名⑤電話番号を、返信（表⾯）に住
所、⽒名を記⼊し、市観光協会に送付。

受付期間 ９⽉８⽇（⽊）〜３０⽇（⾦）※当⽇消印有効 
申込結果 返信はがきで１０⽉上旬に発送
当選引換 市観光協会にて１０⽉２２⽇(⼟)〜２８⽇(⾦) ９時〜１７時   

期間販売 販売場所 
市観光協会ブース（スリーデーマーチ中央会場）、 
市観光案内所９時〜１７時

※ 新型コロナウィルス感染症拡⼤等により、グルメ券販売の停⽌・延期等事業を変更する場合が
あります。 

 
３ 取扱店 
（１）参加対象店 
  下記の要件を満たし、事前に申込登録した事業者 
 ○東松⼭市内に事業所、店舗等を有し、⽇常的に飲⾷サービスの提供ができる飲⾷店事業者

（⾷品衛⽣法に基づく飲⾷店営業許可⼜は喫茶店営業許可を取得している者。 
ただし、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、カラオケボックスは除く。） 

○東松⼭市内に事業所、店舗等を有し、スィーツ、和菓⼦、パン、加⼯⾷品等を販売する事業 
者（⾷品衛⽣法に基づく菓⼦製造業営業許可等販売に必要な許認可を取得している者） 

○業種別ガイドラインに沿った新型コロナウィルス感染症拡⼤防⽌策等を実施していること 



  

○以下の事業者でないこと 
 ・暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律（平成３年法第７７号）第２条第２号に

規定するもの、暴⼒団の構成員であると認められるもの、⼜は暴⼒団に資⾦提供を⾏う等
暴⼒団の維持若しくは運営に協⼒し関与するもの 

 ・⾵俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法第１２２号）第２条に
規定するもの、⼜はこれに類するもの 

  ・特定の宗教・政治団体と関わるもの、法令⼜は公序良俗に反するもの 
  ・その他、本事業の趣旨・⽬的に照らし適当でないと当観光協会が判断したもの 
 
（２）登録料・換⾦⼿数料 
   無料 
 
（３）参加登録店の表⽰ 
   参加店登録が承認された場合、観光協会より登録内容確認書、取扱店表⽰⽤チラシ、換⾦ 

請求書等を配布します。 
取扱店表⽰⽤チラシは店舗内の⾒やすい場所に掲⽰してください。 

 
（４）登録申込み 
  ①申込⽅法 
    本要領に同意のうえ、ひがしまつやまプレミアムグルメ券参加店登録申込書（別紙 1）

に必要事項を記⼊し、⼀般社団法⼈東松⼭市観光協会へＦＡＸ、電⼦メール、持参⼜は郵
送にて提出してください。 

複数店舗申請に当たっては、店舗ごとでの申込みをお願いします。 
    ②事前申込期限 
     令和４年８⽉２３⽇（⽕）  ※ その後も随時、受け付けます。 
      参加店登録された店舗事業者は、東松⼭市観光協会ホームページの「参加登録店⼀覧

表」に掲載します。 
  ③申込書提出先 
    ⼀般社団法⼈東松⼭市観光協会 
    〒355-0017 東松⼭市松葉町 1-2-3 東松⼭市総合会館内 
        Tel:0493-23-3344  FAX:0493-23-7775 
        Mail: hm-kanko@bz03.plala.or.jp 

④登録申込書情報 
事業所情報は本事業の運営以外には使⽤しません｡ 

 
（５）グルメ券の換⾦ 
  ①換⾦⽅法 
    取扱店は、換⾦するグルメ券を裏⾯に店舗名を押印⼜は記名し、換⾦請求書（別紙 2） 

に必要事項を記⼊した上で観光協会窓⼝へご持参ください。 
    換⾦は、銀⾏振込の対応となります。 
  ②換⾦期⽇ 
    令和４年１2 ⽉１⽇(⽊)〜令和５年２⽉１０⽇(⾦) 
    利⽤期間中、グルメ券を毎⽉末で締め、翌⽉１０⽇までに換⾦請求書を提出してくださ

い。換⾦請求受付後、７営業⽇以内に指定の⼝座へ換⾦額を振込みます。 
    換⾦請求は、原則として各⽉１万円以上のものを受付・換⾦します。それ以外の場合は、 

期間最終の２⽉にて⼀括して受付・換⾦いたします。 
  原則として、換⾦請求期間を過ぎての請求受付はできません。 

  
（６）留意事項 
  ○参加登録店であることが明確となるよう、配布する参加登録店表⽰⽤チラシを利⽤者が分

かりやすい場所に掲⽰してください。 



  

    ○利⽤者が持ち込んだグルメ券は、受け取る前に問題がないかを確認してください。 
   ⾊合いやデザインが違う、偽造防⽌加⼯がないなど明らかに偽造されたグルメ券と判別で 

きる場合は、受取を拒否するとともに、その事実を観光協会に報告してください。 
  ○破損（テープや糊等で⽌めてあるものを含む）・汚損したグルメ券を利⽤者が持ち込んだ場 

合も受領せず、観光協会に利⽤の可否を確認するよう伝えてください。 
  ○グルメ券を受け取った時は、他店との再利⽤を防⽌するため、裏⾯に参加登録店名等を速 

やかに記⼊し、既に取扱参加店の記⼊がある場合は、受取りを拒否してください。 
  ○グルメ券の利⽤を⾒込んで通常よりも⾼い価格を設定するなど、消費喚起の趣旨に反する 

⾏為はしないでください。 
  ○グルメ券の交換及び売買は⾏わないでください。利⽤期間中におけるサービスの提供等の 

取引に使⽤されたグルメ券のみ換⾦可能です。 
  ○利⽤者から受け取ったグルメ券の紛失、盗難、換⾦期限切れ等による損失は参加登録店の 

責任とします。 
 
（７）参加登録店の取消等 
   本要領に違反する⾏為が認められた場合、換⾦の拒否や参加店登録を取り消すことがあり 

ます。また、違反により損害が発⽣した場合は、損害⾦を請求することがあります。  
 
４ グルメ券の取扱 
 ○グルメ券は参加登録店で提供される飲⾷物、及びそれに付随するサービスへの⽀払いのみ利 

⽤できます。 
 ○グルメ券は現⾦化することはできません。 
 ○額⾯に満たない場合でも釣り銭の⽀払いはできません。 
 ○不⾜分は現⾦等で受け取ってください。 
 ○利⽤期間を過ぎたグルメ券は受け取らないでください。 
 ○売掛⾦への⼊⾦はできません。 
 ○グルメ券の紛失及び盗難、破損に対し、観光協会はその責を負いません。 
 ○その他、本要領に定めがないものについては観光協会に確認してください。 
 
５ 事業に関する問い合わせ 
  （⼀社）東松⼭市観光協会  
   Tel:0493-23-3344     Fax:0493-23-7775 
      Mail:hm-kanko@bz03.plala.or.jp 

 
※ 本実施要領、各種申込書は当観光協会ＨＰからダウンロードできます。 

 
【ひがしまつやまプレミアムグルメ券販売事業フロー】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

飲⾷店 
（参加登録店） 

観光協会 

利⽤者 

①販売申込 
②発⾏・販売

⑤グルメ券利⽤ 

⑥飲⾷サービス提供

③登録申込 
⑦換⾦申請・請求 

④登録･HP 掲載 
⑧振込・精算 



  

ひがしまつやまプレミアムグルメ券参加店登録申込書 

                        申込⽇︓令和  年  ⽉  ⽇ 
 
（⼀社）東松⼭市観光協会 

会⻑ 内⼭ 明夫 様 
 
「ひがしまつやまプレミアムグルメ券販売事業実施要領」を確認し同意の上、ひがしまつやまプ

レミアムグルメ券の参加店登録を申し込みます。 
※該当欄に☑をしてください。 

店 舗 名 
 

店舗所在地 
〒 

営業時間                        （定休⽇） 

代表者名 
〔ﾌﾘｶﾞﾅ〕 
 

連 絡 先 

〒                    
 
 
（担当者名） 

Tel(必須):                                Fax(任意):                          
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ(任意):              @

 
 

ジャンル 
 
 
 

 

●該当する項⽬に１つだけ選択
してください。 

□和⾷      □寿司 
□麺類      □中華 
□洋⾷･⻄洋料理  □焼⾁･ﾎﾙﾓﾝ 
□ｽｳｨｰﾂ･ﾊﾟﾝ      □ｶﾌｪ･喫茶店 
□⾷堂･ﾚｽﾄﾗﾝ     □居酒屋   
□みやげもの  □その他（  ）

●おすすめメニューを記⼊してください。
（３品程度） 
 例:ﾗｰﾒﾝ､焼き⿃､ｶﾚｰ等 
 

テイクアウト □対応  □対応なし 

振込先情報 

⾦融機関名 
         □銀⾏ 
         □信⽤⾦庫    
                  □農協 □その他 

□本店
□⽀店

⾦融機関 
コード 

    ⽀店コード    

⼝座種別 
□普通
□当座

⼝座番号 
(左詰め）

       

⼝座名義 
〔ﾌﾘｶﾞﾅ〕
 

取材協⼒（店舗 PR のための写真撮影、 
コメント、協会 HP への掲載等） □協⼒します    □協⼒できません 

別紙 1

ＦＡＸ 0493-23-7775（⼀社）東松⼭市観光協会 宛



  

ひがしまつやまプレミアムグルメ券換⾦請求書 
 

 
請求⽇ 令和  年  ⽉  ⽇ 

 
 
（⼀社）東松⼭市観光協会 
  会⻑ 内⼭ 明夫 様 
 
 

事業所名︓                  

担当者名︓                   

電話番号︓                  
 

以下のとおり、ひがしまつやまプレミアムグルメ券の換⾦を請求いたします。 
 

ひがしまつやまプレミアム 
グルメ券枚数（ⓐ） 換⾦請求額（ⓐ×５０0 円） 合 計 

枚 円
 

円

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・・・・・・・・・・・・・・キ・・・リ・・・ト・・・リ・・・・・・・・・・・・・・ 

ひがしまつやまプレミアムグルメ券換⾦請求預かり証 
 

受付⽇ 令和  年  ⽉  ⽇ 
 
 

             様 
 

（⼀社）東松⼭市観光協会  
会 ⻑  内⼭ 明夫 

（公印省略） 
 

ひがしまつやまプレミアムグルメ券換⾦請求を以下のとおり受け付けました。 

プレミアムグルメ券
       枚数 振込額 

  枚 円 

 

【受付印（観光協会）】 

別紙 2


